
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007 ｲﾌ

007.3

007.3 ｼﾐ

007.6 ｲﾉ

011 ﾖｼ

019.5 ｳﾁ

019.9 ｻﾄ

070.1

（哲学・思想）
132.2 ｴｺ

133.5 ｺﾀ

Z 146.1 ｷｼ

147.1 ﾋﾕ

148.8 ﾅｶ

159.4 ｻﾜ

159.7 ﾀﾊ

Z 169.2

（歴史・紀行）
Z 209 ﾂﾉ

210.4 ﾀﾆ

Z 234 ｷｸ

290.9

290.9

291

291

292.1

292.2

293.4

（社会科学）
304

304 ｵｵ

312.2

312.2 ｾｷ

312.3 ｼﾔ

Z 319 ﾊｼ

X 319.8 ﾌﾙ

329 ｲﾜ

Z 329.3 ﾑﾗ

清水　陽平 サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル 弘文堂
井上　香緒里 今すぐ使えるかんたんAccess 2021

【新着案内】
あかし市民図書館・明石市立西部図書館・移動図書館

2022年 11月 29日号　No.1

○ 一般書 ○

IPUSIRON 「技術書」の読書術 翔泳社

森　公任
すぐに役立つ電子商取引から削除請求まで図解とQ&A
でわかる最新ネットトラブルをめぐる法律とトラブル解
決法

三修社

技術評論社

文藝春秋オピニオン2023年の論点100 文藝春秋

川島　真 習近平の中国 東京大学出版会

地球の歩き方編集室 共感と勇気がわく韓国のことばと絶景100 地球の歩き方
地球の歩き方編集室 心に寄り添う台湾のことばと絶景100 地球の歩き方
地球の歩き方編集室 道しるべとなるドイツのことばと絶景100 地球の歩き方

吉井　潤 事例で学ぶ図書館制度・経営論 青弓社

内田　早苗 まちよみ・またよみ 岩崎書店

佐藤　優 危機の読書 小学館
毎日新聞写真部OB会 目撃者たちの記憶 大空出版

ウンベルト・エーコ 中世の美学 慶應義塾大学出版会

児玉　聡 オックスフォード哲学者奇行 明石書店

魔女の手引書

岸見　一郎 エーリッヒ・フロム 講談社
ブリジット・ビュラール
=コルドー グラフィック社

中森　じゅあん 中森じゅあんの算命学 徳間書店

沢渡　あまね 仕事は職場が9割 扶桑社
田原　総一朗 人生は天国か、それとも地獄か 白秋社

文藝春秋 統一教会何が問題なのか 文藝春秋

大澤　真幸 この世界の問い方 朝日新聞出版

石　平 そして中国は戦争と動乱の時代に突入する ビジネス社
レジス・ジャンテ ゼレンスキーの真実 河出書房新社

橋爪　大三郎 おどろきのウクライナ 集英社

古市　憲寿 希望難民 光文社

岩本　誠吾 はてなの国際法 晃洋書房

村上　直久 NATO冷戦からウクライナ戦争まで 平凡社

津野田　興一 まるわかり世界史 文藝春秋

谷口　雄太 足利将軍と御三家 吉川弘文館

菊池　良生 ドイツ誕生 講談社

町田　陽子 南フランスの休日プロヴァンスへ イカロス出版

旅地図世界 昭文社

関西ウォーカー　2023冬 KADOKAWA

旅地図日本 昭文社

<表記について> Ｚ＝新書、 Ｒ＝参考図書（禁帯出）、 Ｋ＝郷土資料、 Ｘ＝文庫
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（経済）
335.1 ｸﾜ

336.1 ｶｶ

336.4 ｺｲ

336.5 ﾊｾ

338.1 ｲｼ

345.7 ﾌｼ

361.4 ｶﾊ

361.4 ｸﾄ

Z 361.6 ｵｵ

361.7

Z 366 ｺﾊ

366.3 ｵﾄ

367.1 ｼﾖ

367.3 ｶﾜ

Z 367.6 ｳｴ

368.6 ｱﾍ

369.2 ｺｼ

369.2 ｺｼ

（教育・文化）
371.4 ｲｼ

373.4 ｾﾝ

376.4 ｱｻ

378

379.7 ｶﾄ

382.1 ｻｲ

Z 397.8 ｵｵ

（自然科学）
Z 450.4 ﾀﾂ

451.6 ｶﾄ

467.2 ﾃｲ

（医学）
490.1 ｸｻ

491.6 ｲﾏ

493.1

493.3 ｵｵ

Z 493.7 ｵｶ

493.7 ﾜﾀ

494.2 ﾔﾏ

Z 495.4 ｲｼ

495.4 ｵｵ

497

井上　雅彦 自閉スペクトラム症マイペースなきみに家族はすったもんだ 中央法規出版

桑原　晃弥 イーロン・マスクとは何者か リベラル社

各務　茂雄 日本流DX 東洋経済新報社

小岩　和男 ぜんぶわかる人事・労務 成美堂出版
長谷川　康一 現場が主役の日本型DX ダイヤモンド社

石川　陽一 いじめの聖域 文藝春秋
千駄木　雄大 奨学金、借りたら人生こうなった 扶桑社

朝比奈　なを 進路格差 朝日新聞出版

巽　好幸 「美食地質学」入門 光文社

加藤　輝之 集中豪雨と線状降水帯 朝倉書店
ケヴィン・デイヴィス ゲノム編集の世紀 早川書房

久坂部　羊 寿命が尽きる2年前 幻冬舎

今井　一彰 名医が教える炎症ゼロ習慣 飛鳥新社

山田　悟 ウルトラ図解糖尿病 法研

大谷　義夫 「よくむせる」「せき込む」人のお助けBOOK 主婦の友社

岡田　尊司 不安型愛着スタイル 光文社

和田　秀樹 70歳80歳を笑顔で超える生き方 さくら舎

山内　一也 異種移植 みすず書房

石原　理 ゲノムの子 集英社

大野　和基 私の半分はどこから来たのか 朝日新聞出版
東京医科歯科大学最
先端口腔科学研究推
進プロジェクト

新しい歯の教科書 池田書店

加藤　俊徳 一生頭がよくなり続けるすごい脳の使い方 サンマーク出版

斎藤　たま 旅から 論創社

大島　隆之 真珠湾攻撃隊 講談社

石原　敬子 世界一わかりやすい図解株・証券用語 秀和システム

藤井　聡 消費税減税ニッポン復活論 ポプラ社
エドガー・カバナス ハッピークラシー みすず書房

工藤　勇一 15歳からのリーダー養成講座 幻冬舎

太田　肇 何もしないほうが得な日本 PHP研究所

三浦　展 ニュータウンに住み続ける 而立書房

小林　美希 年収443万円 講談社

乙部　由子 女性のキャリアとビューティケア ミネルヴァ書房

モナ・ショレ 魔女 国書刊行会

川島　崇照 嫌いな親との離れ方 すばる舎

植原　亮太 ルポ虐待サバイバー 集英社

阿部　恭子 家族が誰かを殺しても イースト・プレス

小島　すがも 心あたたまる老人ホームのお話 Gakken

小島　すがも 涙がこぼれる老人ホームのお話 Gakken
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

498

498.3

498.3 ｶﾊ

498.5

498.5 ｳｴ

（技術）
501.8 ｱｵ

520 1

520 2

521.8

523.3 ｸﾎ

523.3 ﾗｲ

527.1

527.1 ﾎﾝ

536 ｽﾂ

538.9 ﾃﾗ

547.5 ｵｸ

（家政）
590.4 ｳﾁ

591 ｲﾀ

593.3 ﾀｶ

593.3 ﾐﾑ

594

594.2

594.3

594.3 ｵｶ

596 ｵｵ

596 ﾑﾗ

X 596.04 ｱｶ

596.23 ﾔﾏ

596.3 ｵｺ

596.33 ｶｻ

596.6 ﾀｶ

596.65 ﾜﾀ

597.5 ﾌｼ

597.5 ﾐｽ

598.3

（産業）
610.1

611.7 ｲﾄ

奥村　幸彦 スッキリ!がってん!5Gの本 電気書院

【新着案内】
あかし市民図書館・明石市立西部図書館・移動図書館

2022年 11月 29日号　No.2

本間　至 間取りの解剖図鑑 エクスナレッジ

スーツ 未来の乗り物図鑑 KADOKAWA

寺薗　淳也 2025年、人類が再び月に降り立つ日 祥伝社

三本木　至宏 つくると食べるをつなぐサイエンス 恒星社厚生閣

伊東　悠太郎 今日からはじめる農家の事業承継 家の光協会

内田　彩仍 幸せな心持ち 主婦と生活社

板倉　京 ひとりで楽しく生きるためのお金大全 ダイヤモンド社

高橋　恵美子 かんたん、素敵ほどかず手ぬいで着物リメイク 西東社

ミムラ　トモミ 大きなダーニング刺繡 誠文堂新光社

minimofuu toy
minimofuu toyの子どもがよろこぶ季節のフェルトお
もちゃ

朝日新聞出版

MOOMINボタニカル刺繡 KADOKAWA

かぎ針編み刺しゅう糸で編むミニチュア鳥図鑑 アップルミンツ

岡本　啓子 レトロなかぎ針あみ 文化学園文化出版局

大庭　英子 大庭さんちの保存食 文化学園文化出版局

村上　祥子 村上祥子80歳私がいつも食べている季節の保存食 毎日が発見

阿川　佐和子 アガワ家の危ない食卓 新潮社

山本　蓮理 低糖質のキッシュとタルト ケークサレ 秀和システム

おこめ マグカップひとつでレンチン!オートミールレシピ KADOKAWA

笠原　将弘 和食屋がこっそり教えるずるいほどに旨い鶏むねおかず 主婦の友社

高橋　ヒロ 米粉100レシピ 主婦と生活社

渡辺　麻紀 渡辺麻紀のお茶菓子レシピ 文化学園文化出版局

藤原　華 片づけをプロジェクト管理してみたら汚部屋が生まれ変わった 宝島社

水越　美枝子 一生、片づく家になる! エクスナレッジ

細部　千晴 赤ちゃんと子どもの病気・ケガホームケアBOOK ナツメ社

青木　亮作 アイデアとかデザインとか 翔泳社

ぜんぶ絵でわかる　1 エクスナレッジ

ぜんぶ絵でわかる　2 エクスナレッジ

大野　信長 日本の城1055 西東社
久保田　由希 ドイツの家と町並み図鑑 エクスナレッジ

マシュー・ライス 英国教会の解剖図鑑 エクスナレッジ

小さな家のすごい工夫 エクスナレッジ

読書工房 キラリさんの病気やケガのときはどうするの? 国土社

成瀬　暢也
最近、飲みすぎてるなと思っている人のためのお酒の
減らし方 ナツメ社

樺沢　紫苑 言語化の魔力 幻冬舎

上西　一弘 NHK出版健やかな毎日のための栄養大全 NHK出版

植木　もも子 身近な素材でつくるかんたん養生酒 PHP研究所
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

616.8

659 ｼﾋ

666.7 ｳｴ

Z 674 ｽｷ

674 ﾏｽ

675.4 ｽｽ

686.7 ﾄﾐ

（芸術・美術）
Z 702 ﾆｲ

Z 702.1 ﾔﾏ

702.3 ｳﾝ

728.9 ｱｵ

763.2

Z 766.1 ｶﾄ

774 ﾂｼ

778.2 ｶﾙ

（スポーツ・諸芸）
782.3 ﾏｽ

783.4 ｶｻ

783.4 ﾗﾂ

789.6

797.1

（文学）
902.1 ｻｲ

910.2 ﾅﾂ

910.2 ﾋｸ

911.5

912.7 ｻｶ 2

916 ﾐｻ

918.6

918.6

929.5 ﾊﾑ 1

929.5 ﾊﾑ 2

933.7 ｵｽ 2

933.7 ﾏｸ

933.7 ﾘｹ

953.7 ﾊﾙ

954.7 ｳｴ

963 ﾍﾚ

989.5 ｳｵ

（日本の小説）
F 0

F ｱｵ

F ｱﾝ

F ｲｼ

F ｲﾁ

増澤　美沙緒 「すごい販促ツール」のつくり方 同文舘出版

鈴木　邦成 トコトンやさしい物流の本 日刊工業新聞社

富井　規雄 列車ダイヤのはなし 成山堂書店

伊東　潤 夜の夢こそまこと KADOKAWA

阪本　博志 女中 皓星社
オルハン・パムク ペストの夜　上 早川書房
オルハン・パムク ペストの夜　下 早川書房

朝井　まかて 鎌倉残影 KADOKAWA
青山　美智子 月の立つ林で ポプラ社

安堂　ホセ ジャクソンひとり 河出書房新社

石原　慎太郎 絶筆 文藝春秋

一穂　ミチ 光のとこにいてね 文藝春秋

斉藤　倫 ポエトリー・ドッグス 講談社

小島　英俊 旅する漱石と近代交通 平凡社

伊藤　氏貴 樋口一葉赤貧日記 中央公論新社
朔太郎大全実行委員会 萩原朔太郎大全 春陽堂書店

坂元　裕二 初恋の悪魔　2 河出書房新社

美齊津　康弘 48歳で認知症になった母 KADOKAWA

アルトゥーロ・ペレス=
レベルテ フェンシング・マエストロ 論創社

リチャード・オスマン 木曜殺人クラブ　[2] 早川書房
イアン・マクドナルド 時ありて 早川書房

キム・リゲット グレイス・イヤー 早川書房

イジー・ヴォルケル 製本屋と詩人 共和国

増田　明美 調べて、伝えて、近づいて 中央公論新社

風間　八宏 サッカー外す解剖図鑑 エクスナレッジ

スザンヌ・ラック 女子サッカー140年史 白水社
シャムロック乗馬クラブ 乗馬初心者さんのためのこんなときどうしたら?Q&A つちや書店

大石天狗堂 花札を初めてやる人の本 つちや書店

ミュリエル・バルベリ 京都に咲く一輪の薔薇 早川書房
ミシェル・ウエルベック ウエルベック発言集 白水社

新見　隆 時を超える美術 光文社

山口　桂 死ぬまでに知っておきたい日本美術 集英社

海野　弘 ウクライナ美術への招待 パイインターナショナル

青柳　美扇 10日でキレイな字が書けるひらがな練習帖 朝日出版社
日本チェンバロ協会 チェンバロ大事典 春秋社

加藤　浩子 オペラの歴史 平凡社

辻　和子 歌舞伎の解剖図鑑 エクスナレッジ
ジェローム・ガルサン ジェラール・フィリップ最後の冬 中央公論新社

農文協 農家が教えるイモのビックリ栽培 農山漁村文化協会

ジビエふじこ 狩女のすすめ 緑書房

上原　陽子 カメレオン大図鑑 誠文堂新光社

杉山　恒太郎 広告の仕事 光文社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ｲﾉ 1

F ｲﾉ 2

F ｵｵ

F ｶﾜ

F ｸﾛ

F ｺﾉ

F ｺﾝ

F ｼﾊ

F ｼﾏ

F ﾅｶ

F ﾅｶ

F ﾆｼ

F ﾋﾋ

F ﾏﾔ

F ﾖﾈ

F ﾜﾀ

（小説 文庫）
X 910.2 ｻﾄ 5

X 911.1 ﾎﾑ

X 918.6

X 943.7 ｴｳ

X F ｱｻ 2

X F ｱﾈ 5

X F ｲﾊ

X F ｲﾊ

X F ｵｵ

X F ｵｵ

X F ｶｾ 10

X F ｺｽ

X F ｺﾀ

X F ｻｶ

X F ｻｶ

X F ｻｻ

X F ｽｽ

X F ﾀｶ 4

X F ﾁﾉ

X F ﾅｶ

X F ﾅｶ

X F ﾊﾔ

X F ﾌｼ

X F ﾓﾁ 4

X F ﾔｽ

X F ﾔﾏ 2

X F ﾔﾏ 8

X F ﾜｸ

H.G.エーヴェルス 謎の黒船あらわる 早川書房

佐藤　正午 書くインタビュー　5 小学館

穂村　弘 ラインマーカーズ 小学館

宮部　みゆき ぬくもり PHP研究所

浅葉　なつ 神と王　[2] 文藝春秋

姉小路　祐 再雇用警察官　[5] 徳間書店

井原　忠政 人撃ち稼業 角川春樹事務所

井原　忠政 馬廻役仁義 双葉社

大沢　在昌 暗約領域 光文社

太田　忠司 喪を明ける 徳間書店

坂井　希久子 ねじり梅 角川春樹事務所

坂岡　真 理不尽なり 双葉社

風野　真知雄 わるじい慈剣帖　10 双葉社

小杉　健治 五戒の櫻 光文社

五代　ゆう トーラスの炎 早川書房

佐々木　裕一 千両の首 朝日新聞出版

鈴木　英治 息吹く魂 光文社

高橋　由太 うちのにゃんこは妖怪です　[4] ポプラ社

千野　隆司 朝比奈凛之助捕物暦 文藝春秋

中島　久枝 湯島天神坂 お宿如月庵へようこそ　満月の巻 ポプラ社

中島　久枝 匂い松茸 角川春樹事務所

早見　俊 老中成敗 光文社

藤井　邦夫 影武者 光文社

望月　麻衣 満月珈琲店の星詠み　[4] 文藝春秋

矢月　秀作 紅い塔 徳間書店

山田　風太郎 山田風太郎時代小説コレクション　地の巻 宝島社

山口　恵以子 婚活食堂　8 PHP研究所
和久田　正明 恋小袖 光文社

井上　ひさし 熱風至る　1 幻戯書房

井上　ひさし 熱風至る　2 幻戯書房

大山　淳子 犬小屋アットホーム! U-NEXT

川野　芽生 月面文字翻刻一例 書肆侃侃房

黒川　博行 連鎖 中央公論新社

近衛　龍春 御家の大事 新潮社

今野　敏 秋麗 角川春樹事務所

柴田　哲孝 ブレイクスルー 双葉社

島本　理生 憐憫 朝日新聞出版

中路　啓太 南洋のエレアル 中央公論新社

中山　七里 特殊清掃人 朝日新聞出版

西式　豊 そして、よみがえる世界。 早川書房
日比野　コレコ ビューティフルからビューティフルへ 河出書房新社

真山　仁 タングル 小学館

米澤　穂信 栞と噓の季節 集英社

渡辺　優 カラスは言った 中央公論新社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（日本のエッセイ）
E ｼｵ

E ｼﾐ

E ﾀｶ

E ﾊﾔ

E ﾋｶ

E ﾜｸ

（ふるさと資料）　※ふるさとコーナーでは、郷土資料の他に城関係・魚関係の本も置いています。

K 289.1

（参考図書）　※こちらの本は禁帯出のため、貸出ができません。閲覧のみとなりますのでご了承ください。

R 337.2 23

R 686.5 ｲｼ

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（哲学・道徳）
14

（歴史）
20 ｻ 1

20 ｻ 2

20 ｻ 3

28 ｻ

28 ﾎ

（社会）
36

37 2

（科学・生物・からだ）
40

40

48

（技術）
51 1

（産業）
61 ｺ

（芸術・しゅみ）
75 ｲ 3

（ことば）
80

佐々木　掌子 好きのありかた 国土社

沼田　晶弘 めざせ、イグ・ノーベル賞!?おもしろ自由研究　2 汐文社

桜井　信夫 ほんとうにあったふしぎな話　1 あすなろ書房

桜井　信夫 ほんとうにあったふしぎな話　2 あすなろ書房

桜井　信夫 ほんとうにあったふしぎな話　3 あすなろ書房

堺　正一 荻野吟子とジェンダー平等 玉川大学出版部

堀米　薫 おんなのこのでんきえほん 西東社

原　ゆたか かいけつゾロリのおやじギャグ&なぞなぞ大じてん ポプラ社

いしかわ　まりこ 5回で折れるもっとたのしい!おりがみ　3 汐文社

小泉　武夫 いちばん大切な食べものの話 筑摩書房

畠　佐代子 今日からみんなで環境調査隊!　1 くもん出版

理化学研究所 大好きなことを研究する科学者になろう!!　宇宙編 扶桑社
理化学研究所 大好きなことを研究する科学者になろう!!　生物編 扶桑社

小宮　輝之 鳥のしぐさ・行動よみとき図鑑 カンゼン

森　健次朗 13歳からの「集中力」向上バイブル メイツユニバーサルコ
ンテンツ

日本貨幣商協同組合 日本貨幣カタログ　2023 日本貨幣商協同組合

石野　哲 駅名来歴事典　国鉄・JR・第三セクター編 JTBパブリッシング

☆ 児童書 ☆

小川　雄 図説徳川家康と家臣団 戎光祥出版

塩野　七生 誰が国家を殺すのか 文藝春秋

清水　ミチコ まるい三角関係 中央公論新社

高島　鈴 布団の中から蜂起せよ 人文書院

林　真理子 成熟スイッチ 講談社

東山　彰良 Turn!Turn!Turn! 書肆侃侃房
ワクサカ　ソウヘイ 出セイカツ記 河出書房新社

P.6



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（日本のよみもの）
91 ｱ 8

91 ｲ

91 ｵ

91 ｵ 3

91 ｶ

91 ｻ

91 ﾎ

91 ﾏ

91 ﾔ

91 ﾔ

913 5

913.6 35

（外国のよみもの）
93 ｶ

93 ｷ

（日本のえほん）
PN ｱ

PN ｷ

PN ｸ

PN ｸ

PN ｽ

PN ﾋ

PN ﾌ

PN ﾎ

PN ﾓ

PN ﾔ

PN ﾖ

PNC 4

PNC 5

PNC 5

PNC 5

PNC 5

（外国のえほん）
PG ｱ

PG ｶ

PG ﾌ

PG ﾏ

PG ﾘ

PGC 2

（紙しばい）
S ﾀ

S ﾌ

よしなが　こうたく 交通安全大王 好学社

あいはら　しゅう 迷宮教室　[8] 集英社

礒　みゆき それで、いい! ポプラ社

おの　りえん オハヨウどろぼう 理論社
おおぎやなぎ　ちか 家守神　3 フレーベル館

牡丹　靖佳 たびする木馬 アリス館

森くま堂 カッパーノ BL出版
山田　亜友美 フェーマスしんぶん おばけじけん ひかりのくに

ホセ・カルロス・アンド
レス きをつけて,ブルーノ! 光村教育図書

ジャック・ガントス あくたれラルフのクリスマスプレゼント 出版ワークス
マシュー・フォーサイス ネズミのミーナ 化学同人
メグ・マッキンレー 鳥をつくる 化学同人
リウ　スーユエン きょうりゅうバスでがっこうへ 世界文化ブックス

デミ マリー・キュリー 光村教育図書

武田　美穂 くまくんとふわふわくん 童心社
はせがわ　さとみ ねこくんのゆきあそび 童心社

ARuFa あなうめえほん PHP研究所
聞かせ屋。けいたろう たっちだいすき アリス館
クリハラ　タカシ 日曜日のはじめちゃん 福音館書店

工藤　ノリコ ノラネコぐんだんうみのたび 白泉社

すずき　もも ハルルさんのひでんのカレー アリス館
ひろまつ　ゆきこ かえりみちとっとこ 岩崎書店

古沢　たつお 100ぴきかぞく 大日本図書

堀　直子 わたしたちの歌をうたって 文研出版

石橋　真樹子 でんしゃがきた! 福音館書店

百木　一朗 すいどう 福音館書店

リンゼイ・ガルビン ダーウィンのドラゴン 小学館
ダイアナ・キンプトン 動物探偵ミア ポプラ社

くぼ　まちこ はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう! アリス館

みやい　くみ おひさまのねがいごと チャイルド社

竹下　文子 ぐいーん!こうしょさぎょうしゃ 偕成社

内田　麟太郎 むかしむかし　5 文溪堂
いしかわ　えみ 絶叫学級　[35] 集英社

まはら　三桃 クイズ研究会チームスリー 金の星社

矢崎　節夫 ほしとそらのしたで フレーベル館

山口　タオ 願いがかなう自動はんばいき のらねこライセンス 童心社

角野　栄子 おばけのアッチ チとキがいない! ポプラ社

斉藤　洋 ティゲルファル あかね書房
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